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区役所の開庁時間 ◯平日8時45分〜17時（祝日・休日・12月29日から1月3日を除く）。※昼の時間帯はお待たせする時間が長くなる場合があります。
区役所の開庁時間 ◯毎月第2・4土曜日9時〜12時（戸籍課・保険年金課・こども家庭支援課の一部の業務）。

区の人口
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世帯数
125,806世帯
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神奈川区
シンボルマーク

神奈川区役所 検索

日時・期間　 会場　 対象・定員　 費用　 持ち物　 保育　 申込み　 問合せ　 電話　 ファクス　 ホームページ　 Eメール
（区役所の宛先）〒221-0824　神奈川区広台太田町3-8 神奈川区役所◯◯課　※費用の記載のないものは無料です。 ※掲載内容は変更になる場合があります。

〈全ページ共通〉
マークの説明

ツイッターで情報発信中！
@yokohama_KNGW

2019
（令和元）年

No.264

月号

問合せ こども家庭支援課  411-7046  321-8820

区民まつりでは、地球温暖化
対策に取り組んでいます！

● イベント会場から出るごみ
の分別の徹底

●  ごみを減量するためのマイ
はし・マイバッグ持参の推奨

● リユース食器の使用促進

日時

会場 カーボン・
オフセットも

実施！

区内の中学生が全国大会に出場

入賞おめでとうございます！

10月は食品ロス削減推進月間です ～「もったいない」を「ありがとう」へ～

お知らせ

主  催
神奈川区民まつり実行委員会

※授乳・おむつ替えができるスペース「あかちゃんの駅」もあります。
※開催を中止する場合は当日8時以降に神奈川区ホームページか横浜市コールセンター
で確認できます。
　神奈川区ホームページ
　横浜市コールセンター  664-2525（8時〜21時）

問合せ 地域振興課　 411-7087  323-2502

神奈川区民まつり 検索

　入賞者のほかにも、区内の中学生17人が、8月の全国大会に出場（パ
ソコン入力は12月予定）。皆さんの今後の活躍も期待しています！

◯剣道 【六角橋中】女子団体：海
うみの みほ

野美帆さん（3年、女子個人も出
場）・花

はなつか みゆき

塚未幸さん（3年）・濵
はまだ まお

田真生さん（3年）・山
やました ゆうか

下夕夏さん（3年）・
久

ひさとみ ひかり

富陽佳梨さん（2年）・石
いしい ちはる

井千晴さん（2年）・中
なかしま

島さくらさん（1年）
◯水泳 【浦島丘中】男子50m自由形・100mバタフライ：横

よこうち こたろう

内鼓太郎
さん（3年） 【神奈川中】男子4×100mメドレーリレー：餅

もちだ りんたろう

田凛太郎
さん（3年、男子100m背泳ぎ・200mバタフライも出場）・前

まえだ　しゅう

田 柊さ
ん（3年）・大

おおき ゆうや

木悠也さん（3年）・上
うえの  はじめ

野 元さん（2年）
◯硬式テニス 【六角橋中】男子シングルス：高

たかはし りょうすけ

橋遼介さん（１年）
◯陸上 【六角橋中】男子800m：渋

しぶえ しょうた

江翔太さん（3年）、男子走り高跳
び：和

わだ けんと

田研人さん（3年）
◯パソコン入力 【六角橋
中】第Ⅱ類漢字中高生部
門：吉

よしだ かずと

田一翔さん（2年）、
岩
いわさき みつひろ

崎充浩さん（3年）

食品ロス削減の取組としてフードドライブ（缶詰等の未開封食品の寄付受付 ※賞味期限が2か月以上先のものに限る）を実施します。お待ちしています！
①10月13日（日）：区民まつり資源循環局神奈川事務所ブース　②10月31日（木）まで受付中：区役所本館5階505窓口または資源循環局神奈川事務所（千若町3-1-43）

今年も盛大に開催！ぜひご来場ください

神奈川区民まつり
イベント

特集は ・ ページへ➡

◯模擬店
◯フリーマーケット 
　※出店募集は終了しました。

◯ステージパフォーマンス（青木小学
校・二谷小学校・菅田中学校・浦島丘中学
校・山形県鶴

つるおか

岡市立櫛
くしびきみなみ

引南小学校による演奏等、区民団体によるステージパフォー
マンス、ドラムパフォーマンス集団「鼓

コア

和－CORE－」）

内  容

10月13日（日）

反町公園
（反町1-12）

＊9時30分から横浜市消防音楽隊とポー
トエンジェルス119による演奏・ドリル

10時～15時30分（雨天決行・荒天中止）

特 集

昨年の様子

8月15日に行われた区長激励会の様子▶

問合せ 地域振興課  411-7091  323-2502

六角橋中学校3年 

小
こいずみ こうすけ

泉孝介さん

神奈川中学校3年 

福
ふくしま　 ゆら 

島 揺さん
（100mも出場）

柔道男子
81kg級

陸上女子
200ｍ3位 7位

自分のまちの を知ろう！－防災マップを活用して－

災害リスク



がん検診を受けましょう！

連載 6 申込み・問合せ 福祉保健課
411-7138  316-7877

問合せ
横浜市けんしん専用ダイヤル　

664-2606  664-2828   
　受付時間：8時30分～17時15分 
　＊日曜・祝日・年末年始を除く
福祉保健課  411-7138  316-7877

★の項目は今年度から変更になった部分です。

10月18日（金）〜25日（金）に、区役所別館1階区民
ホールで、がん検診に関するパネル掲示、チラシ
の配布を行います。ぜひご来場ください！

　がんは横浜市民の死亡原因の第1位です。2人に1人はがんになると言われており、体の中で病気
が進んでいても、自覚症状がなく、気付いた時には進行している場合もあります。
　自分で早く気付けないからこそ、がん検診が効果的です。がんを早く見付けて早く治療すれば、治る
可能性も高く、体への負担も軽く済みます。がんの早期発見のため、定期的に検診を受けましょう！

検診の種類 受診回数 対象 費用 検査項目
胃がん

（X線または内視鏡） 2年度に1回★ 50歳以上の人★ 3,140円 問診、X線検査（バリウム）
または内視鏡検査

肺がん 年度に1回 40歳以上の人 680円 問診、胸部エックス線検査
大腸がん 年度に1回 40歳以上の人 無料★ 問診、便潜血検査
子宮頸がん 2年度に1回 20歳以上の女性 1,360円 問診、頸部細胞検査
乳がん

(①か②の選択制) 2年度に1回 40歳以上の女性 ①1,370円★
②   680円★

① 視触診＋マンモグラフィ検査★
② マンモグラフィ検査のみ★

前立腺がん 年度に1回 50歳以上の男性 1,000円 問診、血液検査

お知らせ
正しい手洗いなどポイントを押さえてしっかり予防

ノロウイルスに気を付けよう！
バスで行く

秋の工場見学会＠鶴見区・神奈川区

見る！聞く！体験する！みんなの市民活動  大博覧会

かながわ湊
みなと

フェスタ2019

●がん検診の種類・費用など（年度とは、4月1日から翌年3月31日までの期間です。）

　今年から、市民活動団体や生涯学習団体などの活動を発
表・PRする場になります。大人も子どもも楽しめるイベント
が盛りだくさん！ぜひご来場ください。

　ノロウイルスは急性胃腸炎を起こす感染力の強いウイルスで、感染す
ると下痢・おう吐

と

・発熱などの症状がみられます。特に冬場は、注意が必
要です。通常1～2日で回復しますが、抵抗力が弱い乳幼児や高齢者では
症状が重くなることがあります。

●まずは手洗い！
　ノロウイルスは少ない数でも感染する力があるため、調理の前やトイ
レの後には特にしっかりと正しい手洗いをすることが重要です。

●調理する人の健康管理
　下痢やおう吐などの症状がある場合は、食品を直接取り扱う作業は避
けましょう。

●85℃～90℃で90秒以上の加熱
　ノロウイルスは熱に弱いため、食材、調理器具など加熱できるものは
十分加熱しましょう。

●塩素系漂白剤での消毒　
　調理器具は洗剤で洗浄した後、塩素系漂白剤（成分：次亜塩素酸ナトリ
ウム）で消毒すると効果的です。

問合せ  区民活動支援センター　 411-7089  323-2502 問合せ  生活衛生課　 411-7141  411-7039

問合せ  地域振興課　 411-7093  323-2502

日　時  11月9日（土）13時～18時
集合場所  鶴見区役所

（鶴見区鶴
つるみちゅうおう

見中央3-20-1）
解散場所  キリンビール横浜工場

（鶴見区生
なまむぎ

麦1-17-1）
対象・定員  鶴見区・神奈川区在住・在学の小学
生～高校生と20歳以上の保護者のグルー
プ（1グループ2～4人）、30人（多数抽選）
申込み  10月21日（月）必着でホームペー

ジの申込みフォームか往復はがきに、参
加者全員の氏名（ふりがな）・年齢・学年・
郵便番号・住所・電話、車いす利用・介助の
有無、応募動機、広報用・記録用写真撮影
の可否を書いて鶴見区地域振興課

（〒230-0051 鶴見区鶴見中央3-20-1）へ

日　時  11月3日（祝・日）10時～15時30分 ※雨天決行・荒天中止

場　所  神奈川公会堂（富家町1-3） ※昨年と会場が異なります

内　容  活動の紹介・展示、体験コーナー、ワークショップ（バルーンアート・
工作・絵手紙・パステルアートなど）、野菜販売、スタンプラリー、ステージ発
表（ダンス・ゴスペル・吹奏楽・コーラス・日本舞踊など）
※内容は変更になる場合があります。
※開催の可否は当日8時以降に 横浜市コールセンター  664-2525 で確認できます。

主　催   かながわ湊フェスタ実行委員会

東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて「1万人の笑顔でつ
くる！フォトモザイクアート」コーナーも開催！来場者の皆さんの写
真を撮りため、2020年にモザイクアートとしてお披露目します。

問合せ 神奈川消防署総務・予防課
　　　 316-0119（代）

秋 の 火 災 予 防 運 動

実施医療機関に電話で
➡詳細（費用、検査項目等）
や受診できる医療機関は

※ 70歳以上の人、前年度市
民税県民税非課税世帯ま
たは均等割のみ課税世帯
の人などは無料で受診で
きます。詳細はお問い合わ
せください。

●がん検診の予約方法

10月は
健康かながわ

応援月間
です

日産自動車横浜工場
（ゲストホール）

➡
横浜火力発電所

（タービン展示室・
中央操作室等）

➡
東京ストロベリーパーク
  （いちごハウス）

➡
キリンビール

横浜工場
（ノミモノ・ラボ含む）

神奈川区　工場見学会 検索

正しい手洗い　横浜市 検索

神奈川区区民活動支援
センター活動PR展

同時
開催

3つの感染ルート

感染しない・させないための注意点

ルート❶

ルート❷

ルート❸

人➡人

人➡食べ物➡人

食べ物➡人

感染者のおう吐物等を処理する際や水道の
蛇口・ドアノブ・便座などを介して手指にノ
ロウイルスが付いて、それが口に入り感染

感染者が調理時に食べ物にノロウイル
スを付け、別の人がそれを食べて感染

ウイルスが蓄積した二枚貝（カキなど）
等を十分に加熱調理せずに食べて感染

「ひとつずつ  いいね！で確認  火の用心」2019年度全国統一防火標語

イベント

イベント

見学内容

横浜市がん検診 検索



　かながわ支え愛プランでは、地域の皆さんとともに「困ったときに助
け合う関係づくり」や「お互いを認め合い支え合う地域づくり」に取り組
んでいます。一緒に活動を進めている地域ケアプラザ・地域包括支援セン
ターの取組を連載で紹介します。

　地域ケアプラザや民生委員・児童
委員に寄せらせた相談を互いに共
有し、連携して「支援を必要として
いる人」の見守りに取り組んでいま
す。また、民生委員・児童委員とケア
マネジャーの交流会を開催し、意見

交換を行っています。閉じこもりが
ちだった人が民生委員・児童委員、
地域ケアプラザ、ケアマネジャーの
連携で介護保険を申請しサービス
につながり、サロンに参加できるよ
うになった例もあります。

　地域が主催するふれあい活動員
（地域の「気になる人」の見守りや
訪問を行う人）向けの研修内容を
企画段階から一緒に検討していま
す。研修会ではメンバー同士の情
報共有、活動のためのマップ作り

等を通し、地域の見守りが広がる
よう取り組んでいます。

民生委員・児童委員との連携

ふれあい活動員の活動支援

第3期神奈川区地域福祉保健計画 ～かながわ支え愛プラン～

　反町地域ケアプラザは“地域のつながりづくり”を大切にし「支援
を必要としている人の把握や見守り活動」がさらに広がるよう、地域
の皆さんと一緒に取り組んでいます。

連載
❷

問合せ 福祉保健課
411-7135  316-7877

神西地区ふれあい活動員研修会▶

反町地域ケアプラザの皆さん

反町地域ケアプラザ
[担当地区] ※地区連合町内会単位
幸ケ谷・青木第一・青木第二・神西

神奈川税務署では、年末調整などの説明会を開催します。
11月8日（金）①10時～12時15分 ②13時45分～16時 
神奈川公会堂（富家町1-3） 源泉徴収義務者
神奈川税務署  544-0141（内線431～434）

HIV抗体検査
HIV及び梅毒の検査

毎週水曜9時30分～10時  
区役所別館2階 受付  先着5人
検査前日の12時までに電話か直接

食生活健康相談
糖尿病や高血圧等、生活
習慣病予防のための主に
食生活に関する個別相談

10月18日、11月15日（各回金曜）
9時～11時

区役所別館2階 栄養相談室
前日までに電話か直接

生活健康相談
食事や運動、禁煙など
健康に関する個別相談

10月21日、11月11日（各回月曜）
9時～14時30分  

区役所別館2階 一般健康相談室
前日までに電話か直接

高齢者インフルエンザ予防接種
インフルエンザ予防接種は高齢者の
発病防止や重症化防止に有効である
ことが確認されています。免疫がつ
くまでに2週間程度かかり、その効果
は約5か月と言われています。流行前
の12月上旬までに接種すると効果的
です。

12月31日（火）まで ※休診日除く 
高齢者インフルエンザ予防接種

協力医療機関 ※要予約機関もあり  
市内に住民登録のある65歳以上

の人など  
2,300円（免除制度あり、詳細は問

合せを）
福祉保健課健康づくり係
411-7138 316-7877

親子でお口の健康教室
歯科医師による講話、ブラッシング
アドバイスほか

11月14日（木）10時～11時30分
（受付：9時45分）

区役所別館2階 予防接種室 

区内在住の3歳までの子と保護者、
先着20組 

10月11日（金）から電話かFAX
か直接、福祉保健課 

411-7138 316-7877へ

さぁ ! 歩こう健康ウオーキング
＆
アンド

健康チェック～三ツ沢公園～
コース：平沼記念体育館（三ツ沢西町
3-1）（集合）～三ツ沢公園トリムコー
ス～平沼記念体育館（解散）
約2kmのウオーキング後、体育館で
健康チェックを行います。 
※雨天時は体育館で運動

11月28日（木）13時30分～16時
（受付：13時15分） 

区内在住・在勤の人、先着200人  
室内運動靴・飲み物・タオル・帽子 

※軽い体操ができる服装・履き慣れ
た運動靴で参加してください。

10月11日（金）から電話かFAX
で氏名・住所（町名まで）・電話を福祉
保健課 411-7138 316-7877へ

● 善意銀行（7月寄付分） ●

〇白幡地区自治連合会
〇明るい社会づくり運動
　神奈川区協議会
〇かめたろうおもちゃ病院
〇松島昌子
〇松崎茂雄
〇おてらおやつクラブ
　浄土真宗なごみ庵
ありがとうございました。（敬称略）

区社会福祉協議会　
311-2014 313-2420

各種検査・相談
申込み・問合せ 福祉保健課

411-7138 316-7877

無料
要予約
（匿名）

無料
要予約

無料
要予約

イベント情報

こそだてひろば   10 月   
（公立保育園の施設園庭開放・子育て支援事業）

☆の行事は事前申込みが必要です。 ◎ランチの給食では、アレルギー対応
を行っていません。 乳児食:1食320円、幼児食:1食240円　※会場の記載
のないものは各保育園で開催します。

松見保育園 神大寺保育園 西菅田保育園
松見町1-28-4

432-6635 432-6704
神大寺2-1-7

481-1513 481-1547
菅田町488

473-1957 473-1969
平日の園庭開放 毎週月～金8時30分～13時30分 毎週水・木9時30分～11時30分 毎週火・金9時30分～11時30分

土曜日施設
園庭開放

12・19（土）10時～12時
（保育室でも遊べます）

26（土）10時～12時
「おおきくなったねカードがもらえるよ！」

（雨天時：うさぎルーム）

19（土）10時～12時
「園庭で遊ぼう」

（雨天時：おひさま室）
ランチ交流◎ ☆23・30（水）乳児食 ☆17・24（木）乳児食・幼児食 ☆11・25（金）乳児食・幼児食

交流保育
☆23（水）9時45分から

「4歳児クラスと遊ぼう」
30（水）9時30分から「リズム交流」

☆30（水）9時45分から
環境教室

「ごみ収集車・シボレンジャーも来るよ！」

☆29（火）9時30分から
「リズム交流」

育児講座
☆25（金）10時30分から

サツマイモ掘り
（雨天時：28（月））

−−

4（金）10時40分から
「おはなし広場」 西菅田団地集会所

☆18（金）10時から
「子育てサロン～保育園で遊ぼう～」

源泉徴収
義務者の
皆様へ

※費用の記載のないも
のは無料です。 
※マークの説明は、
ページをご覧ください。

福祉 健康と

以下広告スペースです。「広報よこはま」に掲載されている内容とは関係ありません。



「防災に関する言葉が分からな
い」「具体的にどんな点に注意
したらいいの？」など、「自分で
つくるmy防災マップ」を作成
するにあたって、分からないこ
とがあれば、総務課防災担当ま
でお問い合わせください。

 家具の転倒防止を
 しましょう！
　つっぱり棒、粘着マット、
L字金具など

 自宅の耐震診断をしましょう！
　横浜市では、木造個人住宅の耐震診断を無料
で実施しています。分譲マンションには耐震診
断費用を補助しています。昭和56年5月以前着工
の住宅が対象です。詳しくはお問い合わせくだ
さい。
問合せ 建築局建築防災課　

671-2943  663-3255

 自宅の外側も対策を！
　雨戸のがたつきやゆるみの補強、
雨どいや排水溝の掃除など

高いところにある落ちてきそ
うな看板や室外機、電線などは
ありませんか？ちょっと上を
向いて、確認してみましょう。

停電など真っ暗な状況で
避難する場合はさらに危
険です。夜道もイメージし
てみましょう。

 最低3日分の備蓄をしましょう！
1人当たりの目安
□飲料水…9L（1日3L×3日分）
□食料品…9食分（1日3食×3日分）
□トイレパック…15回分（1日5回×3日分）

 そのほか役立つ備蓄品もそろえましょう！
□懐中電灯（ランタン） □携帯ラジオ □乾電池 □ティッシュ
□紙皿・紙コップ □ビニール袋 □トイレットペーパー
※この品目がすべてではありません。家族構成や生活スタイルにあわせ
て準備しましょう。

さまざまな情報を集約
1枚の防災マップに津波、洪水、土砂
災害等の危険な場所や避難所などの
防災情報をまとめています。

シールを同封
防災マップにシールを
貼ることで、自宅や避
難所などがひと目で分
かります。

うら面＝地震が発生した際に「延焼しや
すい地域」と「津波が想定されている地
域」のエリアを掲載

〈
延
焼
し
や
す
い
地
域
〉

〈
津
波
が
想
定
さ
れ
て
い
る
地
域
〉

総務課危機管理・地域防災担当係長
高

たかはし　つよし

橋 毅

問合せ 総務課防災担当
　　　 411-7004  324-5904

　災害への備えとしてまず大事なポイントは、「発災後
も自宅で生活できるようにする」ことです。地域の避難
所では、スペースが限られるなどストレスを感じるか
もしれません。災害発生後も住み慣れた自宅で過ごせ
るように、まずは自宅での備えを考えてみましょう。

自宅が倒壊の恐れがあるなどして生活できない場
合は、避難所に避難することになります。その際は、
自宅の備蓄品を持っていきましょう。

●自宅の安全対策 ●自宅での備蓄品

実際に
まち歩きをしてみよう

気になったことを
追加しよう

すぐに手に取れるところに保管し、
定期的に見直そう

ここがポイント！

神奈川区防災アドバイザー
派遣事業

（先着100世帯、2020年1月末まで）

　災害への備えは重要だと思うけれど、何
から手を付ければ良いか分からない…そ
んな人のために、建築士が自宅を訪問し、
専門家の視点から自宅の耐震化やブロッ
ク塀の改善、家具の転倒防止、避難場所の
確認など、防災・減災全般に関して無料で
アドバイスします。
　さらに、要件 を満たす世帯には、無料で
簡易型感震ブレーカーを設置します。
申込み・問合せ 総務課防災担当　

411-7004  324-5904

かめのふんばり・つっぱり事業
～家具転倒防止器具補助事業～

（先着50世帯、11月末まで）

　震災時の家具の転倒を防止し、大切な命を守り
ます。要件 を満たす世帯が対象で、家具転倒防止
器具の無料設置、器具代金の全額を補助します（上
限8,000円）。
申込み・問合せ

NPO法人横浜市まちづくりセンター
262-0667  315-4099

　あなたは「災害発生！」という言葉を
聞いたとき、どんなシーンを思い浮か
べますか？地震、津波、大雨、火災…。
　一言で災害といってもさまざまで
す。そして、これらは同時に起こる可能
性もあります。いざというときに、命を
守るための適切な避難行動がとれるよ
う、日頃から準備しておきましょう。

まずは自宅での
備えから

　9月下旬から10月中旬にかけて区内全戸に配布※する「自分でつ
くるmy防災マップ」は、同封のシールを使い、避難所や身近にある
危険な場所を確認することができます。
※区役所本館5階501窓口（総務課）でも配布しています。

「自分でつくるmy防災マップ」を活用して

避難所・避難経路の確認－防災マップを活用して
－

自分のまちの
災害リスクを
知ろう！

　実際に「自分でつくるmy防災マップ」を
持って、避難経路や危険な場所を確認してみ
ましょう。

　まち歩きをして実際に見て、「もしかし
たら危ないかも」と思ったら、追加でシー
ルを貼ったり、地図に書きこみましょう。
ふせんを貼るのも効果的！

　「自分でつくるmy防災マッ
プ」を取り出しやすいところ
に保管しましょう。
　また、建物や道路の状況、家
族の連絡先などが変わる場合
があります。定期的にまち歩
きをしたり、家族や近所の人
と話し合いをしたりして、情
報を更新しましょう。

特 集

左から、総務課防災担当
北

きたむら しんたろう

村慎太郎、小
こいけ　ゆう 

池 優、小
おがわ　あきら

川 晃

★地域防災拠点とは…身近な市立の小・中学校等を指定避難所として、市内で震度5
強以上の地震が発生した場合に開設されます。倒壊などにより、自宅での生活が困難
な場合に、一時的に避難生活を送る場所です。

　区内に25か所ある地域防災拠
点★では、毎年訓練を行っていま
す。
　訓練に参加することによって、
避難所での生活の様子が分かる
とともに、近所の人とのつながり
も深まります。いざというときに
備えて、訓練に参加しましょう。

※ 訓練の場所・日時については、自治会
町内会の掲示板や回覧板を確認する
か、総務課防災担当までご連絡くだ
さい。

保管や持ち運びに便利なファイル式
区や地域の防災に関する広報物や、家族などの緊急連絡先
のメモなど、必要な書類を入れて保管し、持ち運ぶことがで
きます。

要件  
世帯全員が次の①～⑥のいずれかであること。
①65歳以上
②身体障害者手帳の交付を受けている人
③愛の手帳（療育手帳）の交付を受けている人
④ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
⑤ 介護保険法による要介護者、または要支援者

の認定を受けている人
⑥中学生以下

●「自分でつくるmy防災マップ」の特徴

おばあちゃんの
新しい携帯電話を
連絡先に追加ね

近所の新しい建物は
高いから

避難できるかも

自分の住んでいる地域の特性を知ろう！
まち歩きをするときは
いろいろな視点から見よう！

　「防災」という観点で見たとき、あなたの住んでいる地域は
どんな特性があるでしょうか？地域の特性によって、取るべ
き避難行動は違います。

洪水浸水が
想定される地域

火災で燃え広がり
やすい地域

津波が想定されて
いる地域

頑丈な高い建物の
2階以上へ避難

広域避難場所へ避難

海
かいばつ

抜5m以上の高台や頑丈
な建物の3階以上へ避難

ここがポイント！
ここがポイント！

　ファイルに入っている防災マップとシールを使って、防災マッ
プ上の自分の家・避難所・危険な場所に貼ってみましょう。

「自分でつくるmy防災マップ」を
準備して、シールを貼ってみよう

神奈川区長　高
たかだ  　やすし

田 靖

my防災マップを作って、まち歩きをしてみよう

➡

➡

➡

おもて面＝区内全域の地図に洪水浸水想定区域のエ
リアを掲載



対象 内容
日程

持ち物
10月 11月

①乳幼児歯科相談　時間：午前＝9時30分〜10時30分／午後＝13時30分〜14時30分
乳幼児
未就学児

歯科健診・相談、歯みが
き、アドバイスなど 11（金）午後 8（金）午後

26（火）午前
母子健康手帳・
歯ブラシ・タオル

妊産婦
産後1年未満 歯科相談

11（金）午後 26（火）午前
母子健康手帳

※時間の詳細は問合せを

②母乳相談　時間：13時30分〜16時（予約時にお知らせします）
妊娠中・
産後の人 母乳育児について 7（月）

28（月）
11（月）
25（月）

母子健康手帳・
タオル

③母性相談　時間：13時30分〜14時30分（予約時にお知らせします）
妊産婦及び

不妊、更年期で
お悩みの女性

女性の健康相談 21（月） 18（月） 母子健康手帳

④両親教室　時間：9時30分〜11時45分（受付：9時から）

初めて
出産する人と
その家族

平日3回
妊娠中の歯の健康、お産の
経過と呼吸法、妊娠中の食
生活、母乳で育てよう、出
産後の生活、妊婦体操など

7（月）
21（月）
28（月）

11（月）
18（月）
25（月） 母子健康手帳・

筆記用具・子育
てガイドブック
「どれどれ」土曜1回

2人で子育て、先輩ママ
の体験談、赤ちゃんと
の生活、妊婦体験など

��� 26（土） ��23（祝・土）

東神奈川1-29 東部療育ビル3階（東神奈川駅または仲木戸駅から歩3分）
9時30分〜15時30分　 休館 日曜・月曜・祝日と月曜が祝日の場合の火曜日

申込み・問合せ かなーちえ 441-3901　　　　　　　　利用者支援専用 441-7722

神奈川区地域子育て支援拠点 <サテライトひろば> 羽沢長谷自治会館�� 毎週水曜10時〜14時30分沢渡三ツ沢地域ケアプラザ�� 毎週木曜10時〜14時30分
※会場の記載がないものはかなーちえで開催します。
※申込方法の記載がないものは当日直接会場にお越しください。
※講師の都合で日程が変更になることがあります。ホームページで確認してください。

かなーちえからのお知らせ

出前タイム
◆親子で外で遊ぼうわくわくタイム
　i

イン

n ポートサイド公園
11月1日（金）11時〜12時
ポートサイド公園（大野町1-4）

（雨天時：かなーちえ）

ネットワーク
◆もっと身近に心の健康づくり
　「ココロ♥カフェ」
講師：横浜市総合保健医療センター
メンタルヘルスケアのヒントが聞けた
り、簡単ストレスチェックもできます。

11月9日（土）13時〜14時30分�

なかまトーク・みんなでトーク・タイム
◆マタニティ&

アンド

孫まごタイム
　 産前から知っ得！体験版
　「赤ちゃんのいる産後の暮らし」
エアー沐

もくよく

浴＆着替えのコツ
10月17日（木）13時30分〜14時30分

横浜子育てサポートシステム入会説明会
地域で子どもを預けたり預かったり
する有償の支え合い活動の説明会
10月19日（土）、11月9日（土）・22日

（金）、12月4日（水）・21日（土）、2020年1月
9日（木）10時〜11時� 各回先着20人�
受付中。電話で横浜子育てサポー

トシステム神奈川区支部事務局
441-7708へ

トピックス
◆かなーちえまつり
ミニコンサートや段ボールランド、
リサイクルマーケット、地域グルー
プによるミニコーナーなど、楽しい
時間がいっぱい！遊びに来てね♪
10月26日（土）11時〜14時（ひろば

開放はありません）
東部療育ビル・駐車場（雨天時：東

部療育ビル・屋内駐車場他）
◆プチ講座
　「子どもとメディア 上手なつきあい方」
主催：はぐはぐ神奈川
講師：実践女子大学教授�駒

こまや�まみ

谷真美さん
テレビ、ゲーム、スマホ…世の中にあ
ふれる便利で魅力的なメディアとの
つきあい方をメディア心理学の専門
家がわかりやすくひもといてくれま
す。
10月29日（火）10時〜11時30分

かなーちえ 検索

◯場所は区役所別館2階です。両親教室の10月28日（月）及び11月25日（月）は本館地
下1階、土曜両親教室は本館5階です。

◯予約制の教室・相談については、定員になり次第締め切ります。ご了承ください。
◯両親教室は、平日3回と土曜1回の全4回で1コースになっていますが、土曜のみの参加も
可能です。予約の際にご相談ください。全回ともパートナーの方もぜひご参加ください。
※乳幼児健康診査は、個別に通知をしていますが、日程が不明の場合はお問い合わ
せください。
※新生児・未熟児訪問、地域での赤ちゃん学級、地区センターでの子育て相談などを
実施しています。気軽にお問い合わせください。

すこやか
カレンダー

申込み・問合せ こども家庭支援課
① 411-7112  ②③④ 411-7111

321-8820（共通）

福祉保健センターでは、親になる準備の教室や子どもの健康診査を行っています。

要予約

子どもの食生活健康相談
食生活に関する個別相談
11月12日（火）9時〜11時
区役所別館2階�栄養相談室�
乳幼児〜思春期の子を持つ保護者�

※子の同伴可�
母子健康手帳（乳幼児のみ）
受付中

離乳食講習会
講話・調理実演･試食
11月12日（火）

13時15分〜14時15分（受付：13時）
区役所別館2階�栄養相談室�

7〜9か月頃の子を持つ保護者、先
着20人�※子の同伴可�
子どもも試食を希望する場合は、

子どものエプロン・スプーン・食器
10月11日（金）から電話かFAXで

イベント情報

放課後キッズクラブ・ 
放課後児童クラブ入所説明会
区内の放課後キッズクラブ・放課後
児童クラブ入所説明会の日程等の情
報を、区ホームページで公開中です。
※一覧表を区役所別館3階304窓口
でも配布しています。
こども家庭支援課
411-7046� 321-8820

10月11日（金）から「令和2年度 
保育所等利用案内」を配布します

◆配布場所：区役所別館3階303窓口
（こども家庭支援課）、認可保育園、地
区センター、区子育て支援拠点かなー
ちえ、地域ケアプラザ、行政サービス
コーナー（横浜駅）など
◆申請締切：11月1日（金）消印有効
◆郵送先：認定・利用調整事務センター
◆申込み時の注意：　
①横浜市以外の保育所等の利用を希
望する人は、利用希望先の施設がある
自治体で、申請締切日を確認し、こど
も家庭支援課までご連絡ください。
②障害児保育を希望する人は申込み
前に相談が必要です。至急こども家
庭支援課までご連絡ください。

③2020年2月4日までに出生予定の
子どもで、2020年4月1日からの利
用を希望する人は「仮申請」が可能で
す。申請書の児童氏名欄は『ベビー』・
母の氏名、生年月日欄は出生予定日
を記入し提出してください。出生後
に所定の手続が必要です。
④幼稚園・認定こども園（教育利用）、
横浜保育室の利用を希望する人は直
接、施設に申し込んでください。
⑤提出書類の返却はできません。原
則として原本の提出となります。
⑥郵便事故等について、当方では責
任を負いかねますので配達証明など
の利用をおすすめします。
こども家庭支援課
411-7157� 321-8820

無料
要予約

無料
要予約

親子のための健康づくり
申込み・問合せ 福祉保健課

411-7138 316-7877

2020年4月に保育所等の利用を希望する人へ

※費用の記載のないも
のは無料です。 
※マークの説明は、
ページをご覧ください。

掲 示 板子育て

以下広告スペースです。「広報よこはま」に掲載されている内容とは関係ありません。



外遊び体験イベント（秋冬編）
「外遊びしよう！」

◆講師：五感教育研究所　髙
たかはし�よしひさ

橋良寿さん
①10月15日（火）入江町公園（入江

1-27-15）�※雨天振替日10月30日（水）�
②10月21日（月）岸根公園（港北区岸

きしね

根
町
ちょう

725）�※雨天振替日10月31日（木）�
③10月23日（水）神奈川公園（栄町12-
1）�※雨天振替日11月11日（月）
いずれも10時〜11時30分
区内在住の人� 当日直接　
こども家庭支援課
411-7111� 321-8820

児童虐待予防講演会
◆講師：一般財団法人�児童虐待防止機
構理事長�島

しまだ�たえこ

田妙子さん
10月30日（水）13時30分〜15時30

分（開場：13時）� 区民文化センター�
かなっくホール（東神奈川1-10-1）
区内在住・在勤の人、先着300人
10月1日（火）から電話かFAXに

氏名・電話を書いて、こども家庭支援
課� 411-7111� 321-8820へ

特設行政相談を開催
行政相談員が国などの業務に関する
相談を受けます。
①10月13日（日）10時〜15時30分：�

反町公園区民まつり会場（反町1-12）�
②11月19日（火）13時〜15時：神奈川図
書館（立町20-1）�※11月は区役所での行
政相談は行いません。� ②は先着4人

①当日直接�②当日9時から電話
で区政推進課
411-7021� 314-8890へ

子育て中の今だから
自分の笑顔のもとを探そう！
10月25日：保育オリエンテーショ

ン�※保育利用者のみ、11月8日：自分
を知る〜自分を大好きになる時間〜・
15日：心のモヤモヤが吹き飛ぶコミュ
ニケーション術〜身の丈

たけ

コミュニケー
ション〜・22日：「夫に・子どもに・〇〇
に！イライラするのは当たり前」な理

わ

由
け

を探る・29日：交流会（金曜全5回）、
10時〜12時�※10月25日のみ11時ま
で� 区内在住の子育て中の人、25人
（多数抽選）� 500円（全回分）� 1歳
から、1人500円（全回分）

10月11日（金）必着で、はがきか
Eメールに講座名・氏名（ふりがな）・
郵便番号・住所・電話・講座を知った
きっかけ、保育が必要な場合は子の氏
名（ふりがな）・年齢・月齢（11月8日時
点）を書いて� 地域振興課生涯学習
担当� 411-7093� 323-2502
kg-gakyuu@city.yokohama.jpへ

ライフデザインノート活用講座
★介護予防・健康寿命
～生涯現役の秘訣は笑顔と仲間作り～
◆講師：看護師�斉

さいとう�ともこ

藤友子さん
11月11日（月）13時30分〜15時　
神之木地域ケアプラザ（神之木町

7-1）� 先着30人
10月11日（金）から電話か直接

神之木地域ケアプラザ
435-2906� 435-2908へ

★これからの治療・ケアについて
～終末期医療を考える～
◆講師：福澤クリニック�副院長
袴
はかまだとものぶ

田智伸さん
11月27日（水）13時30分〜15時　
菅田地域ケアプラザ（菅田町1718-1）
先着30人
10月27日（日）から電話か直接

菅田地域ケアプラザ
471-3101� 471-3102へ

★遺言・相続について
◆講師：港南アール法律事務所�弁護士�
高
たかやなぎ�りょうさく

栁良作さん
11月29日（金）14時〜15時30分　
片倉三枚地域ケアプラザ（三枚町

199-4）� 先着30人
10月29日（火）から電話か直接

片倉三枚地域ケアプラザ
413-2572� 413-2573へ

もうこれで迷わない。
事例に基づくもしものときの
解決方法セミナー
地域の郵便局・包括支援センター・医
療の現場から見た、自分らしい最期の
迎え方について、エンディングノート
の書き方・使い方、遺言、相続などを行
政書士から学びます。
10月18日（金）セミナー：13時〜14

時30、行政書士による個別相談会：14
時45分〜16時30分（要申込み）�
神之木地域ケアプラザ（神之木町

7-1）� 先着30人
受付中、10月15日（火）までに電話で

神之木地域ケアプラザ� 435-2906
新子安地域ケアプラザ� 423-1703
横浜入江郵便局� 433-1665へ

神の木公園写真教室（初心者向け）
10月27日（日）13時30分〜15時　
神の木公園（神之木台13-20）�
先着12人� 500円�
カメラ・筆記用具
10月11日（金）から電話で

神の木公園詰所� 421-7883へ

第19回アンサンブルコンサート
区文化協会器楽部員による楽器・歌の
コンサート
11月10日（日）14時〜17時（開場：13

時30分）� 神奈川公会堂（富家町1-3）
先着450人� 当日直接
区文化協会器楽部：哘

さそざき

崎
308-7808� info@hkguitar.jp

三ツ沢公園青少年野外活動
センターからのお知らせ

★そばうち体験教室
12月7日（土）・8日（日）10時30分〜

14時� 家族・グループ（4人まで）、各
回16組（多数抽選）�
1組4,400円（4人前のそば打ち）　

★のしもちづくり教室
12月21日（土）A：10時〜11時30分・

B：12時30分〜14時、12月22日（日）C：
10時〜11時30分・D：12時30分〜14時�
家族・グループ（4人まで）、各回6組

（多数抽選）� 1組3,900円
………………上記共通………………
三ツ沢公園青少年野外活動センター

10月15日（火）〜29日（火）にホーム
ページか往復はがき（消印有効）に事
業名・参加日・参加回・参加者全員の氏
名（ふりがな）・年齢・住所・電話を書い
て施設へ
三ツ沢公園青少年野外活動センター

（〒221-0855�三ツ沢西町3-1）
314-7726� 311-6444
www.yspc.or.jp/mitsuzawa_yc_ysa/

リユース家具無償提供
粗大ごみ再利用品を無償で提供します。
◆展示期間：10月9日（水）〜23日（水）
（日曜・祝日を除く）10時〜12時、13時
〜16時　
◆抽選日時：10月24日（木）11時
◆引渡し：抽選後から11月2日（土）まで
の10時〜12時、13時〜16時（日曜除く）
資源循環局鶴見工場（鶴見区末

すえひろ

広
町
ちょう

1-15-1）� 市内在住・在勤・在学の
人（来場者1人につき1点まで）　
展示期間内に直接
資源循環局鶴見工場
521-2191� 521-2193

平沼記念体育館当日受付教室
★フットサルタイム
10月16・23・30日、11月6日（各回

水曜）21時〜22時40分� 18歳以上、
各回先着40人� 各回720円
当日直接（受付：20時30分〜21時

10分）
★ファジーテニスタイム
10月17・24・31日、11月7日（各回

木曜）11時〜12時45分� 16歳以上、
各回先着24人� 各回600円
当日直接（受付：10時30分）
………………上記共通………………
平沼記念体育館（三ツ沢西町3-1）
動きやすい服装・室内シューズ・飲み物
平沼記念体育館
311-6186� 316-8521
www.yspc.or.jp/hiratai_ysa/

親子ふれあいスケート
11月10日（日）10時〜13時� 横浜

銀行アイスアリーナ（広台太田町1-1）
区内在住・在学の小・中学生と保護

者、150人（多数抽選）�
小・中学生1人800円、大人1人1,100

円（貸靴料・保険料込）、付添い（見学）
は無料

10月25日（金）必着でホームペー
ジの申込みフォームかはがきかFAX
に保護者の氏名・郵便番号・住所・電
話、参加者全員の氏名（子ども・大人・
付添いの別）、子の学校名・学年を書い
て� 地域振興課青少年担当
411-7093� 323-2502へ
神奈川区　親子ふれあいスケート 検索

グラウンドゴルフ交流会
11月16日（土）9時〜13時30分
神奈川公園（栄町12-1）�
区内在住・在勤・在学の人、120人

（多数抽選）�� 500円
10月31日（木）必着で往復はが

きに氏名・年齢・住所・電話を書いて、
区さわやかスポーツ普及委員会：渡

わたなべ

邉
（〒221-0856�三ツ沢上町11-18�神奈
川スポーツセンター内）
080-4654-5029へ

シングルスバドミントン大会
シングルス男女別個人戦A・B・Cクラ
ス別
11月17日（日）9時〜16時30分
日産体育館（恵比須町6-1）�
区内在住・在勤・在学・協会登録者�
1人1,700円（協会登録者は1,500円）
10月26日（土）〜11月2日（土）必

着で専用の申込用紙を郵送で区バド
ミントン協会：吉

よしだ

田
（〒221-0801�神大寺1-21-51）
482-0981へ

※専用の申込用紙は地域振興課、神奈
川スポーツセンターにあります。

申込み 当日先着受付��受付時間：各教室の開始20分〜5分前
持ち物 運動のできる服装・タオル・室内シューズ・飲み物（キャップ付き）など
＊印は、はだしで運動する教室のため室内シューズは必要ありません。
○毎週開催ではありません。開催日時をご確認ください。
〇三ツ沢公園の駐車場をご利用ください。ただし大変混み合いますので、できるだ
け公共交通機関をご利用ください。

教室名 日程・曜日 時間 参加費 対象・定員

三ツ沢プラチナ健康タイム

10月7・21日
（各回月曜）

9：30〜10：45

500円

16歳以上、40人

三ツ沢親子健康タイム◎ 11：00〜11：50 0〜2歳児と保護者、
40組

シニアビクス 13：15〜14：45 50歳以上、40人

からだメンテナンス＊ 15：00〜15：50
16歳以上、40人

ベーシックエアロビクス

11月7日（木）

9：30〜10：30

親子にこにこ体操◎ 11：00〜11：50 3・4歳児と保護者、
40組

三ツ沢身
からだ

体喜ばせタイム 12：30〜13：30

16歳以上、40人ヨーガ＊ 14：00〜14：50

ピラティス＊ 10月11・18・25
日、11月1・8日
（各回金曜）

10：00〜11：00

にっこり・しっかり健康体操 11：15〜12：45 55歳以上、40人

レディースフィットネス
10月18・25日、
11月1・8日
（各回金曜）

13：15〜14：20 16歳以上、40人

※木曜日の教室は11月からです。�◎対象年齢内の兄弟姉妹追加は1人につき追加100円
※詳細は、神奈川スポーツセンターホームページをご確認ください

出張！神奈川スポーツセンター当日受付教室
神奈川スポーツセンターは天井脱落対策等の工事のため2020年3月末まで全
館休館していますが、出張当日受付教室を開催します。
三ツ沢公園青少年野外活動センター（三ツ沢西町3-1）
神奈川スポーツセンター��
314-2662�� 314-4115�� www.yspc.or.jp/kanagawa_sc_ysa/

会場を変更して
開催します

お知らせ スポーツ
※費用の記載のないものは無料です。 ※マークの説明は ページをご覧ください。

&



〒221-0864 菅田町1718-1
471-2913 471-2914
www.kana-sisetu.jp/sug-top.html

菅田地区センター 休館
第2木曜

◆ハロウィンパーティー2019
仮装してお菓子をもらおう！

10月31日（木）13時～17時
当日直接

◆地産地消料理教室すげたキッチン
○塩バターパン＆

アンド

ちぎりパン
11月18日（月）10時～13時
先着8人 1,800円
10月21日（月）から電話かFAXか直接

○焼き餃子＆スープ
11月28日（木）10時～13時
先着15人 1,500円
10月31日（木）から電話かFAXか直接

………………上記共通………………
エプロン・三角巾・手拭きタオル

◆補助なし自転車に乗ろう！
11月23日（祝・土）10時～12時
先着10人 300円
10月26日（土）から電話かFAXか直接

〒221-0801 神大寺2-28-18
491-4441 491-4442
www.kana-sisetu.jp/kad-top.html

神大寺地区センター 休館
第3月曜

◆神大寺まつり
　�～活動団体による展示・発表・模擬店～

10月26日（土）9時～17時
当日直接

◆キッズとジュニアのバレエ教室（基礎編）
11月2日～12月21日（毎週土曜全8

回 ※11月23日は祝・土） ①キッズ（年中
～年長）：14時40分～15時30分、 ②ジュ
ニア（小学生）：15時40分～16時40分

①②各コース先着20人
5,200円（全回分）
10月14日（祝・月）から電話か直接

◆錦
きんしゅう

秋の社交ダンスパーティー
お楽しみ抽選会も開催

11月16日（土）13時～16時
先着100人 500円
10月11日（金）から電話か直接

◆英国伝統のクリスマスケーキ教室
　ラム酒漬けドライフルーツケーキ

11月22日（金）10時～13時
先着15人 1,800円
エプロン・三角巾・筆記用具
10月12日（土）から電話か直接

〒221-0015 神之木町7-1
435-1712 435-1796
www.kana-sisetu.jp/kam-top.html

神之木地区センター 休館
第4月曜

◆サークル応援イベント
　～気になるサークルを
　体験してみよう～

10月20日（日）10時～15時
一部有料 当日直接

◆漁師メシに挑戦！
　～神奈川区内の市場に潜入～
①新鮮な魚を使った簡単漁師メシ作り

11月16日（土）11時30分～14時　
②市場に潜入。魚を購入し、習ったレ
シピを自宅で実践

12月7日（土）8時30分～11時30分
横浜駅JR北改札（集合）～横浜市中

央卸売市場（山内町1）（現地解散）

◆まかせて厨
ちゅうぼう

房（2）
　～秋の旬を味わう健康長寿料理！～

10月22日（祝・火）10時～13時
市内在住の60歳以上の人、先着12人
800円 エプロン・三角巾・布巾・

手拭きタオル
10月16日（水）から電話か直接

◆ワインとチーズのマリアージュ
ソムリエを講師に招きます。
○赤ワインE

エディション

dition
11月17日（日）13時～14時30分

○白ワインEdition
11月24日（日）13時～14時30分

………………上記共通………………
各回先着12人 各回1,000円
各回先着8人（6か月以上の未就学

児、1人500円、申込時に要予約）
11月3日（祝・日）から電話か直接

◆介護の基礎知識
　～車いす体験と介助の仕方～

11月18日（月）10時～11時30分
先着20人
10月11日（金）から電話か直接

〒221-0821 富家町1-3
432-3399 432-3321
kanagawa-kokaido.jp/

神奈川公会堂 休館
10月28日
（月）

◆ロビーイベントの出演者募集
講堂休止期間中のロビーイベントに
出演する個人・団体を募集します。

2020年1月8日（水）～28日（火）
電話か直接（随時）

〒221-0063 立町20-1
434-4339 434-5168

神奈川図書館 休館
10月15日
（火）

神奈川図書館 検索

◆土曜日のおはなし会
10月12日（土） ①幼児（3～6歳）向

け：14時～14時30分 ②小学生（5歳～
小学2年生）向け：14時30分～15時 

当日直接
◆神奈川図書館�ボランティア活動写真展
神奈川図書館で活躍するボランティ
アの活動を写真で紹介します。

10月16日（水）～11月8日（金）
当日直接

◆大人のための朗読会
小

おがわ ようこ

川洋子『衣
いしょうがかり

装係さん』ほか
出演：朗読の会クローバー

10月19日（土）15時～16時
先着30人 当日直接

2,100円 エプロン・手拭きタオル
10月23日（水）から電話か直接

◆日本の古代史を学ぶ
　～古事記と日本文化～

11月14・28日、12月12・26日、2020
年1月9日（木曜全5回）
13時45分～15時45分

先着24人 2,500円（全回分）
10月24日（木）から電話か直接

〒221-0051 幸ケ谷4（幸ケ谷公園内）
441-3788 441-5016
www.kana-sisetu.jp/kou-top.html

幸ケ谷公園コミュニティハウス 休館
10月31日
（木）

◆チェリーハウスのおはなし会
○おはなしぽけっと

10月21日（月）10時30分～11時
○おはなしころころ
　まりこ☆みゅーじあむ

10月28日（月）10時30分～11時
………………上記共通………………

乳幼児と保護者、先着10組
当日直接

◆読書ラリー
図書を借りてポイントをためよう。
15ポイントで景品をゲット！

10月19日（土）～11月17日（日）
当日直接

〒221-0801 神大寺3-25
491-4664

www.kana-sisetu.jp/log-top.html

神大寺中央公園こどもログハウス 休館
第3月曜

◆みんなでおいでよ！
　秋のトムソーヤまつり2019
いろいろなゲームにチャレンジ！

11月23日（祝・土）9時～17時
一部有料（パン・ケーキ・弁当など）
当日直接 ※雨天決行

〒221-0044 東神奈川1-10-1
440-1211 440-1139
kanack-hall.info/

区民文化センターかなっくホール 休館
10月21日
（月）

◆ 5歳から聴ける「はじめの一歩
　コンサートS

ステップ

TEP♪」
ピアノ小

しょうひん

品から組曲を聴いてみよう！
シューマン『アラベスク ハ長調』ほか

10月19日（土）14時
5歳以上、先着300人
一般3,000円、5歳～中学生1,000

円（全席指定）
◆曲目解題コンサート2019
平日夜の60分レクチャー付き
★第1夜
藤

ふじくら　だい

倉 大『さらさら』ほか
10月25日（金）19時～20時

★第2夜
シューマン交響曲第3番『ライン』

10月29日（火）19時～20時
………………上記共通………………

小学生以上、先着300人
1,000円（全席自由）
受付中。電話（ 440-1219）か直接

〒221-0063 立町20-1
401-5640

www.kana-sisetu.jp/ura-top.html

老人福祉センターうらしま荘 休館
10月15日
（火）

◆認知症サポーター養成講座
　～もしも大切な人が認知症になったら～

10月21日（月）10時～11時30分
先着20人 筆記用具
10月11日（金）から電話か直接　

①②とも参加できる人、先着12人
2,000円（全回分） ※交通費、物品購

入費は各自負担
10月15日（火）から電話か直接

〒221-0046 神奈川本町8-1
453-7350 453-7351
www.kana-sisetu.jp/kan-top.html

神奈川地区センター 休館
10月15日
（火）

◆第34回神奈川地区センターまつり
利用団体の展示・発表・模擬店など

10月19日（土）9時～18時
当日直接

◆キッズとジュニアのバレエ教室（基礎編）
11月1日～12月20日（毎週金曜全8

回） ①キッズ（年中～年長）：15時10分
～15時55分、 ②ジュニア（小学1～4
年生）：16時～16時45分

①②各コース20人（多数抽選）
5,600円（全回分）
動きやすい服装・バレエシューズ
10月13日（日）～28日（月）に電話か直接

◆外国人講師による幼児英語クラス
歌って踊って楽しく英語を身につける。

11月13・27日、12月18・25日、2020
年1月8・22日、2月12・26日（水曜全8回）
10時～11時

2歳～未就学児と保護者、先着20組
1組5,500円（全回分）
10月12日（土）から電話か直接

◆深
しんしゅう

秋のダンスパーティー
11月16日（土）13時～16時
先着150人 500円
10月11日（金）から電話か直接

◆かながわ☆ママの輪づくり
アロマ・耳つぼ・デコ工作の3コース。
後半は茶話会で子育て情報交換

11月29日（金）10時～12時
子育て中の母と子、先着15組
各コース500円
先着5人（6か月以上の未就学児、1

人500円、申込時に要予約）
10月16日（水）から電話か直接

〒221-0075 白幡上町44-12
430-3050 401-0021
https://shirahata-cc.com

白幡地区センター 休館
第3火曜

◆こどもの事故予防と
　小児救命法のお話
事故予防のポイントと小児救命法
講師：横浜市立市民病院看護師

10月31日（木）10時～12時
先着30組 当日直接

◆赤ちゃんの五感を育てる
　～ママと一緒に脳トレ遊び～

11月2・9・16日（土曜全3回）
10時30分～11時30分

5か月～10か月（11月2日時点）の
子と母親、先着8組

1組900円（全回分）
動きやすい服装 ※スカート不可
10月16日（水）から電話か直接

◆ポーセラーツレッスン
　～クリスマスプレートやマグカップ～
①プレート作りか②マグカップ作り
を申込時に選択

11月12日（火）10時～12時30分
先着15人 
①プレート1,600円 ②マグカップ

◆移動図書館のお知らせ
〈宮向団地管理事務所周辺〉巡回予定日

10月24日、11月7日（各回木曜）
13時50分～14時20分

〈神大寺中央公園〉巡回予定日
10月18日、11月1日（各回金曜）

9時50分～10時40分

中央図書館サービス課��
262-0050� 231-8299

移動図書館はまかぜ号

ここまでが神奈川区版です。

※費用の記載のないも
のは無料です。�
※マークの説明は、
ページをご覧ください。


